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No.2018-044 

MeL分野別カタログ 電気・電子工学 

電気回路と伝送線路の基礎（※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784621302064  

著編者 阿部真之・土岐 博著  発行年 2017年 商品コード 1026634700 

回路理論と伝送理論を電磁気学も含めて体系化し、回路を電磁気学現象として捉える。数値計算にはプログラミング言
語Pythonを用い、ウェブサイトで付録として提供。電気回路と伝送線路理論をより合理的に学ぶ方法を提案する。 

●2017年～2018年 最新刊●  

電力技術の実用理論  
―発電・送変電の基礎理論からパワーエレクトロニクス応用まで―第3版 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088982  

著編者 長谷良秀著  発行年 2015年 商品コード 1017819857 

本書は電力系統の全体像に対して、多角的な視点に立って接することにより高度かつ柔軟な専門性を養うことを目的とする。第３版ではパワー
エレクトロニクスに関連する応用技術を新たに加筆した実践的な構成。 

磁気便覧 

同時1アクセス（本体） ¥165,000 

同時3アクセス（本体） ¥247,500 

冊子版ISBN 9784621300145  

著編者 日本磁気学会編 発行年 2016年 商品コード 1020598983 

磁気・磁性に関する学理や技術を網羅的に取り上げ、便覧の形に纏めた書籍。学生から大学や企業で活躍している研究者・技術者の方々を
対象に、磁気・磁性に関する疑問や問題を解決する糸口を見出すことを意図して編集。 

有機半導体の基盤と原理 ―無機半導体・銀塩写真に照らして― 

同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥33,660 

冊子版ISBN 9784621088708  

著編者 谷忠昭著  発行年 2014年 商品コード 1018441514 

有機半導体の性質や挙動に関する基本的な考え方、理論、原理を、総括的に解説。有機半導体の特徴を、種々の角度から多くの点で共通す
る無機半導体・写真科学と比較検証しながら、有機半導体の全体像を示している。 

集積ナノデバイス （半導体デバイスシリーズ 1） 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621082089  

著編者 平本俊郎編著  内田建・杉井信之・竹内潔著  発行年 2013年 商品コード 1014015978 

ナノスケールＶＬＳＩデバイス技術について原理の基礎と問題の背景、対処法を整理し、ＭＯＳＦＥＴ動作の基礎と短チャネル効果の最新の説明
から新構造トランジスタと移動度向上策までを紹介。また、特性ばらつきと信頼性を取り上げる。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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メモリデバイス・イメージセンサ （半導体デバイスシリーズ 2） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621082133  

著編者 角南英夫・川人祥二編著   発行年 2013年 商品コード 1014015977 

メモリデバイスとイメージセンサについて重要かつ本質的な役割を果たしている原理、しくみ、今後の課題をまとめた技術者
向け専門書。とくに発展が著しいこれらの本質（動作原理、特性）を十分な深さで理解できるよう解説。 

プロセスインテグレーション （半導体デバイスシリーズ 3） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621082843  

著編者 谷口研二・鳥海明・財満鎭明編著   発行年 2013年 商品コード 1014015976 

半導体製造工程における各種プロセス技術を組み合わせて性能向上を図るプロセスインテグレーションについて、その基本
原理を俯瞰し、それらを総合的に理解した上で最適な組み合わせを見出すきっかけを与える。 

パワーデバイス （半導体デバイスシリーズ 4） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621083390  

著編者 大橋弘通・葛原正明編著   発行年 2013年 商品コード 1014015975 

本書ではスイッチング機能と整流機能をもつ「電力変換デバイス」と高い線形性を維持しながらアナログ信号を増幅する機能
をもつ「電力変換デバイス」の２つ異なる役割を担うパワーデバイスを解説。 

圧電デバイスの有限要素モデルとシミュレーション 

同時1アクセス（本体） ¥17,820 

同時3アクセス（本体） ¥26,730 

冊子版ISBN 9784621088418  

著編者 加川幸雄編著  山淵龍夫・安藤英一著  発行年 2014年 商品コード 1017819858 

電気機械結合系の有限要素法とその応用に関し、圧電系の有限要素モデルによる離散化方程式の導出と具体的な圧電デ
バイス（素子や機器）の数値シミュレーション例について解説。 

レーザ加工の基礎工学  
―理論・シミュレーションによる現象から応用まで― 改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥17,160 

同時3アクセス（本体） ¥25,740 

冊子版ISBN 9784621087336  

著編者 新井武二著  発行年 2013年 商品コード 1015223804 

台頭する新個体レーザ（ファイバー、ディスク、半導体）、および短波長、短パルス化に伴うマイクロ・微細加工に重点を置くと
共に、加工材料も金属以外に、ガラス石英などの加工材料の加工の仕組みや応用を盛り込んだ一冊。 

回折光学素子の数値解析とその応用 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621084717  

著編者 小舘香椎子・神谷武志監修  発行年 2013年 商品コード 1014015981 

回折光学素子の実現を支える２大要素である「微細加工技術」と「数値解析・設計技術」のうち、数値解析にフォーカスして基
礎から最先端までをつなぐ解説。基礎から設計、作製、応用にわたるＤＯＥの体系的な知識が身につく。 

はんだ付工学 ―理論から実践まで― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621085745  

著編者 大澤 直著  発行年 2012年 商品コード 1011492086 

電子機器の組立には必須のはんだ付は、品質の要ともいえる重要な技術。本書ははんだ付の研究に一貫して従事してきた
著者が著した、はんだ付の基礎から応用までの集大成。最近省かれつつあるPb-Sn系の内容から最新技術までを網羅。 

MeL分野別カタログ 電気・電子工学 
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原理からわかるモータ技術入門 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784621084526  

著編者 石橋文徳著  発行年 2011年 商品コード 1013867168 

高校程度の物理の知識で直に理解できるように、モータの原理から応用までをできるだけわかりやすく解説したモータ技術
の入門書。従来あまり詳しく説明されていない事柄についても原理の図から、物理的意味も含めて記述。 

電気・電子系に役立つ基礎物理 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784621084359  

著編者 岸野正剛著  発行年 2011年 商品コード 1013867175 

電気・電子系の学生に役立つ物理の教科書。高校の物理でつまずいた経験のある学生、高校で物理を学ばずに大学の電
気・通信・電子系学科に入学した学生に適した一冊。解説がやさしく、丁寧なので、理解してついていくことができる。 

太陽電池の基礎と応用 ―シリコンから有機・量子ナノまで― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621082119  

著編者 
山口真史・M.A. グリーン・大下祥雄・ 
小島信晃著  

発行年 2010年 商品コード 1013867162 

単結晶･多結晶シリコン、アモルファス･シリコン、化合物半導体で造った多接合構造セルから有機（ＥＬ）、量子まで、太陽電
池の基礎をしっかりと押さえた上で、応用、最先端までを解説。 

CMOS RF回路設計 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784621082034  

著編者 束原恒夫著  発行年 2009年 商品コード 1008139866 

本書はワイヤレス通信：『ＲＦマイクロエレクトロニクス』の一番重要な部分をなす「ＣＭＯＳによるＲＦ回路設計」にスポットを当
て、基礎から応用までを懇切丁寧に解説する入門的専門書の決定版。 

キャパシタ便覧 

同時1アクセス（本体） ¥149,600 

同時3アクセス（本体） ¥224,400 

冊子版ISBN 9784621080429  

著編者 松田好晴・逢坂哲彌・佐藤祐一編  発行年 2009年 商品コード 1012995665 

キャパシタに関わる研究の礎となる信頼性のあるデータを豊富かつ包括的にまとめた便覧。実用的なデータ集であるととも
に、専門の異なる技術者・研究者も参照できるよう、理論・バックグラウンドもわかりやすく、簡潔に解説。 

光メタマテリアル入門（※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784621087831  

著編者 田中拓男著 発行年 2016年 商品コード 1024014978 

自然界では現れない特殊な機能をもたせた人工物質であるメタマテリアル。物性的な基礎、新機能を生む原理、具体的応用
や加工技術と、今後期待される展開まで、非専門家向けにわかりやすく解説する。 

薄膜工学 第3版（※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621300985  

著編者 
金原 粲監修 吉田 貞史・近藤 高志・
日本学術振興会薄膜第131委員会編  

発行年 2011年 商品コード 1024014979 

薄膜という幅広い分野を平易に解説した教科書。学生や企業の若手が入門書として、専門分野の基礎を再確認し隣接分野
を理解するのに最適。各種技術分野に応用される実用的内容を、製造技術だけでなく基礎から解説。 

MeL分野別カタログ 電気・電子工学 
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丸善出版株式会社のタイトルは新刊が配信されております！ 
毎月の新刊ハイブリッドモデルカタログもぜひご覧ください！ 

※カタログのお問い合わせはMaruzen eBook Library担当まで！ 

2018年1月 

★学術書の最新刊を《冊子体》＋《電子書籍》のセットにし、年間を通じて                     
継続的にご提供する新サービスです。                        
★「機関向けの電子書籍は既刊書が多い」というこれまでの状況を打破す
るために、学術専門の出版社にご協力をいただき、2014年9月より最新刊     
の電子書籍提供サービスを開始しました。 

毎月新刊が
配信中‼ 
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